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the Early Years of the People’s Republic of China: 

The Case of Filmmaker Cai Chusheng

Cheng Zheng

In the early years of the People’s Republic of China （RPC）, to strengthen the thought reform of the 
entire population, the Chinese Communist Party （CCP） pursued a literary and artistic policy that em-
phasized politics but ignored the objective law of artistic creation, leading to an unprecedented decline in 
literary and artistic creation. Nevertheless, this policy was strongly supported by many literary and artis-
tic cadres back then, including Cai Chusheng, the subject examined in this article.

Before 1949, Cai Chusheng had already been a well-known director who produced many excellent 
films and owned unique insights and high attainments in artistic creation. As a matter of common sense, an 
artist like him should not easily recognized the then literary and artistic policy, but the reality is opposite.

Cai Chusheng’s recognition of the literary and artistic policy can also be regarded as his recognition 
of and adaption to the thought reform as an artist. What factors, then, affected Cai Chusheng’s thought 
and motivated him to recognize and support the literary and artistic policy? Answering this question is 
significant for understanding and exploring the transformation of intellectual thinking during the early 
years of the PRC from multiple perspectives. This article examines each of the five aspects of values, 
work experience, information environment, living condition, and family relations to analyze how they 
affected the formation and solidification of Tai Chusheng’s thought.

Regarding the thought reform in the early years of the PRC, many studies focus on the persecution 
of and crackdown on intellectuals. They regard that the reason why intellectuals lost the ability of inde-
pendent and critical thinking was mainly due to political oppression and the enclosed social environ-
ment brought about by the thought reform. Therefore, many intellectuals’ recognition and acceptance of 
socialist thought is a passive result. While recognizing this view, the author argues that there were many 
types of intellectuals back then, and due to their divergent values, work environments, and life situations, 
except for political repression mentioned above, many other factors play a role in the process of their 
thought transformation.
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はじめに

本論文は中国建国初期，映画監督である蔡楚生をして当時の政治性を強調する文芸政策への順応を

促した要因を，本人の価値観，職業生活，情報環境，生活待遇，家族関係から考察し，分析するもの

である。本研究は，中国建国初期の知識人の思想転向に関するシリーズ研究の一部である。

1950年代は，現代中国の歴史的流れの形成にとって重要な意義がある。政権成立早々，共産党は

一連の思想統制の措置を矢継ぎ早に打ち出した 1。これらの措置によって，共産党の政権基盤が強化

され，安定した政権運営が実現できた一方，知識人は独立した思考を行なう権利が奪われ，国民の精

神的健全性が大きく損なわれた。

建国初期の思想統制には大きな破壊力があり，かつその関連事実が長い間封印されていたこともあ

り，2000年前後に関連する研究が始まった時，多くの研究者は多大な迫害を受けた知識人に同情的

な目線を向け，彼らがいかに国家の思想統制に翻弄されたかを中心に，これまで知られざる事実関係

の究明に力を注いできた 2。

時間の推移とともに，研究者の問題関心は次第に，なぜ知識人が思想統制に従順になり，それに抵

抗せずに受け入れたのかという点に移った。これは，建国初期の社会全体の思想的変容を理解するう

えで重要なポイントである。思想統制の主要対象となる知識人は一般大衆と違い，知的レベルが高

く，とりわけ著名な知識人は海外留学経験者が多い。彼らは長年の知的生活を通じて，高度な専門知，

深い人文的素養，そして独立した批判的思考力を身につけてある。そのような知識人が思想統制を前

に，なぜ悉く手をあげてしまったのか。

この問いは，2010年代に研究者の問題関心を集めた。楊奎松は，知識人の国家を憂慮する性向が，

彼らが社会主義を救国の道として信じ，社会主義を宣伝する思想統制を受け入れることに繋がったと

論じる 3。一方，聶莉莉は，思想統制下の八方塞がりの状態におかれた知識人が自分の居場所を失う

との危機感を抱き，次第に時代の流れに同調する道を選んだと指摘し，その必然性について，「最初

は消極的で，抵抗感を抱いた者でも，遅かれ早かれ結局は，思想改造の路を歩むことに帰着した」と

述べる 4。

本研究は，こうした先行研究を踏まえて，知識人を思想統制への順応へと促した要因を解明する一

環として，映画人蔡楚生を事例として取り上げる。

知識人の思想統制への順応は，思想改造などを含む共産党の思想統制とそれにより形成された政治

的，社会的環境という外部的要因と，知識人自身の思想的変容という内面的要因が絡み合い，総合的

に作用する過程である。この過程は，複数の視点から考察を行うと，より立体的な把握が可能となる。

これまでの研究は，主に知識人が思想統制により受けた精神的被害に焦点を当てていたため，思想統

制に伴う政治的圧力に知識人らが屈したという歴史認識が一般的となっている。これは無論，歴史の

重要な一部である。

他方，当時は被害を受けた知識人のほかに，思想統制に進んで協力した知識人も相当の数に上った。

そして，後者に思想統制への順応を促した要因は，政治的圧力以外にも存在した。本論文で取り上げ

る蔡楚生はそのケースである。民国期に映画人として活動していた蔡楚生は建国後にその芸術的才能

が見込まれ，文化部電影局の上級幹部と任命され，映画の審査検閲や製作指導に当たった。その後，

建国以降になると，映画は単なる娯楽手段ではなくなり，思想統制の手段としても重宝されるように
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なった。その一端を担う映画官僚の蔡楚生は，思想統制を進める側の一員でありながら，思想統制を

受ける側の一人でもあり，思想統制の歴史過程において二重の身分を持っていた。

聶莉莉の研究で取り上げられた費孝通と比較すると，両者ともに共産党の思想統制に積極的に順応

した点で共通している。他方，建国前の活動歴をみると，蔡楚生はマルクス主義に傾倒し，左翼映画

人として活動していたのに対して，費孝通は欧米に留学し，社会科学研究に没頭していた。また，蔡

楚生は映画製作に関わり，思想統制に加担するという点で費孝通と異なっている。

建国初期，思想統制の一環として提唱された文芸政策には，政治性を強調し，芸術性を軽視する特

徴があった。これは映画監督出身の蔡楚生にとっては受け入れがたい状況であっただろうが，意外に

も蔡楚生は文芸政策に同調する立場を貫徹し，思想統制にスムーズに順応したように見える。

このように蔡楚生を思想統制への順応に導いたのは，どのような要因だったのか。これを解明する

にあたって，本人の価値観，職業活動，情報環境，生活待遇と家族関係の 5つの面から考察を行い，

それぞれが蔡楚生の内面に与えた影響を分析する。

価値観では，蔡楚生が幼少期からの人生経験を通じて，彼の基本的認識と共産党に接近した要因を

考察する。職業活動では，建国後の蔡楚生の仕事の実態，人間関係及びそれが彼の意識構造に与えた

影響を考察する。生活待遇では，建国前後の蔡楚生の生活レベルの変化を考察し，その変化が彼の現

状認識に与えた影響を分析する。情報環境では，蔡楚生が日頃接していた読み物の内容を通じて，蔡

楚生の問題関心と現状認識を把握する。最後に，家族関係という側面から，蔡楚生の政治理念の形成

経緯を探ってみる。

このように集めた大量の細かい事実に対して，当事者から独立した批判的思考力がいかに失われて

いくかを一つの基準として分析を行う。

考察にあたっては，蔡楚生の日記，書簡，映画評論，講話，関係者の回想録及び映画関連文献を利

用する。そのなかでも，蔡楚生の身辺の出来事，内面の動きを知る資料として，『蔡楚生文集』に収

録された本人の日記を利用する。この日記は蔡楚生の娘である蔡小雲と映画史研究者朱天緯の編集を

経て抜粋されたものである。原資料である日記の一部分ではあるが，記述上の一貫性があり，蔡楚生

の仕事，人間関係，生活，内面活動を把握するうえで史料的価値が高い。

1.　映画界の思想統制と蔡楚生の対応
中華人民共和国の建国にともない，中国映画は「17年映画」と呼ばれる時代を迎えた。1949年か

ら 1966年までの 17年間，「映画は最も偉大な大衆プロパガンダの道具である」とスターリンが語っ

たように，中国映画は政治思想教育のツールとして重用されていた。その間，映画界に君臨する毛沢

東，周恩来らの共産党指導者は映画の上映合否の決定，映画製作者への指示，映画評論などの形を通

じて，プロパガンダの道具として映画の力を発揮させようとしていた。

建国初期の映画は，映画史研究者呉迪が指摘したように，国が一体化した組織体制を通じて，映画

製作に関わる人的，物的資源をコントロールするという管理面の「一体化」，映画製作の内容面にお

いて，すべての題材，思想，表現手法は社会主義思想の宣伝に奉仕するという思想芸術面での「一元

化」という特徴をもつ製作体制となった 5。このような体制下で，政治に奉仕することを核心的内容

とする文芸政策が実行され，工農兵（労働者・農民・解放軍兵士）を取り上げること，社会主義の素
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晴らしい，明るい，良い一面を称えることなどの政治的要請が最優先され，これに応えられなかった

映画作品とその製作陣は批判の対象となった。こうしたなか，映画本来の芸術性が従属的要素として

軽視された。

このような製作体制は，中国映画に不毛な時代をもたらしたほか 6, 多くの映画人にとって精神的

苦痛にほかならなかった。その苦痛に耐えられず，命を絶つ芸術家もいた 7。一方，蔡楚生は当局の

文芸政策を支持する立場を貫いた。

ここで，17年映画への蔡楚生の対応を時期別に確認しよう。呉迪によると，17年映画史は，起き

るたびに文芸界への締め付けが厳しくなる波が三つあった。1951年の映画「武訓伝」批判とその直

後の文芸整風運動，1957年の反右派運動，そして 1964年後半の第三次文芸整風運動である。

最初の波である 1951年の映画「武訓伝」批判は，建国以降の文芸界への思想統制の嚆矢となった。

地元の貧しい子供たちが勉強の機会を得られるように，乞食を行い，塾を作る資金を貯める活動を生

涯に亘り続けたという，清末の実在人物武訓を主人公に据えた同映画は，1950年 12月に上映される

と，広く好評を得た。しかし，毛沢東が執筆した 1951年 5月 20日付の人民日報社説「応該重視電

影「武訓伝」的討論（映画武訓伝をめぐる議論を重視せよ）」を機に，風向きが急に変わった。これ

まで称えられていた武訓は，階級の対立を調和する人物として厳しく糾弾され，文芸界に武訓伝批判

の気運が一気に高まった。同映画の監督を務めた孫瑜は一週間抵抗した末，ついに人民日報に反省文

を発表し，「人民に有害な映画を作った」と謝った 8。毛沢東によるこの不意打ちは，多くの文化人

を茫然自失の状態に追い込ませた。

武訓伝批判の勢いに乗って，1951年年末に文芸整風運動が起こった。建国後初となるこの文芸整

風は，1942年の延安文芸講話の精神を受け継ぎ，文芸が政治に奉仕する理念を唱え，それに抵触す

る作品と製作陣に対して容赦なく批判を展開した。文芸整風後，映画界の人々は芸術創作の意欲を失

い，映画の製作本数が激減した 9。多くの文化人は，自己反省を行った上で，毛沢東の文芸政策に追

随する決意を我先に表明した。蔡楚生は決意表明に止まらず，映画界の上級幹部として報告や文章を

通じて，毛沢東の文芸政策の堅持を力強く呼びかけた 10。

1956年になると，知識人の自由な発言を奨励する「百花斉放百家争鳴」という双百方針により，

情勢が一時緩和された。多くの映画評論家と映画人が，硬直した映画製作体制に対して大胆な意見提

起を行うようになった。そのなか，映画評論家鍾惦裴の論評「電影的鑼鼓（映画の銅鑼）」は，その

鋭い問題提起で注目を浴びた。しかし，翌年に反右派運動が発動され，情勢が再び険悪化すると，鍾

惦裴らは標的とされ，彼を批判する集会が繰り返された。その際，蔡楚生は映画局のトップとして，

鍾惦裴批判会を主催するとともに，鍾が唱える「監督中心論」を真っ向から批判した。映画監督出身

である蔡楚生が「監督中心論」を批判する構図は時代の皮肉さを感じさせる。

この頃，蔡楚生は，風刺型喜劇映画をも厳しく糾弾した。風刺型喜劇映画とは，1956年の双百方

針時期に製作された，社会の悪い風習を風刺するコメディ映画である。当初，期待を寄せられた作品

は，1957年の風向きの急変によって，共産党の指導を否定する悪い映画とされた。そのなか，映画

「没有完成的喜劇（未完成の喜劇）」に対して，蔡楚生は「共産党と人民を攻撃する作品」だと厳しい

批判を展開した 11。一方，大躍進後に一時流行っていた，共産党の功績を称える歌頌型喜劇について

は，蔡楚生は絶賛していた 12。
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1964年，毛沢東の指示の下，史上三回目の文芸整風運動が起こった。今回の荒波のなかで，建国

以来，映画界の指導役として党の文芸政策を忠実に実行してきた夏衍と陳荒煤が失脚した。しばらく

無事だった蔡楚生は 1966年に職場から追放され，1968年 6月の死去まで監視下におかれた。

17年映画の流れを見通すと，建国以降の蔡楚生は政治性を目指して突き進む「文芸の戦車」から

振り落とされるまで，それを一貫して支持する立場をとっていた。ただし，蔡楚生は最初から芸術性

を排除する立場ではなかった。1949年 10月 31日，文化部電影局芸術委員会主任に就任したばかり

の蔡楚生は，同委員会の座談会で政治や階級を超越した作品は存在しないと政治性の重要性を論じな

がら，「芸術性のとぼしい作品は，政治的にどんなに進歩的でも無力である」と毛沢東の延安文芸座

談会の講話を引用し，芸術性の重要性をも強調していた 13。

1951年の文芸整風後，映画製作が下火となったことについて，蔡楚生は映画関係者の会議で，原

因は「作家らが生き生きとした人間像ではなく，政治的概念を通じて政治的主張を展開しようとする

ことにある」と指摘し，過度な政治性追求が芸術性の実現を損なうとの認識を示した 14。

それでも，蔡楚生が政治性を強調する文芸政策を支持する立場を貫いた。このことについて，どの

ような要因が考えられるか。その根本的要因は蔡楚生の共産党信仰という意識構造にあるが，これに

関する考察と分析は後文に譲る。ここでは芸術創作面の要因を示唆する資料を紹介する。

『文芸工作者為什麼要改造思想（文芸工作者はなぜ思想を改造するのか）』という一冊の本がある。

1952年に出版された同書は，文芸界の面々が共産党のイデオロギー用語を使い，厳しい自己批判を

行った自己反省文を収録する論文集である。パターン化された表現が多いなか，著者たちの本音をの

ぞかせる箇所もある。その一つが蔡楚生の反省文である。

文章は，蔡楚生自身が監督した「一江春水向東流（春の河，東へ流る）」への批判から始まる。蔡

楚生は，同映画は自分が小ブルジョワ思想の支配下で作ったものであるため，自分の小ブルジョワと

しての「動揺性」と「軟弱性」を丸出しにしてしまっていると自己批判を展開した後，批判の矛先を

映画「武訓伝」に向けて，武訓は大地主，大破落戸（没落旧家），大悪党であると罵倒した。さらに，

我々の文芸は工農兵に奉仕するものだと決意を表明している 15。ここまでの文面は，当時にありふれ

たパターン化したものである。

ところが同じ文章のなかに，このような毅然としたトーンとは打って変わる一段落がある。

「かつて，私は創作を行う時，いつも全身全霊をかけて作品に向き合った。私は自分を信じて，高

ぶった気持ちのなかで，仕事に全力をかけて，荒波のように懸命に前に向かう。しかし，波が去り，

作品が完成した後，全身の力を尽くし，時には健康が損なわれるという深刻な代価を払った後でも，

私は，できあがった作品をまったく取るに足りないものと感じて，時には見るだけで苦痛となること

もある。このような巨浪に次々と襲われる自分はもはや何もできない，ひたすら空虚感に浸ってしま

う。自分は果たして創作能力をもつ人間であろうかと，自分は果たして進歩な映画人と言えるかと疑

いはじめる」16。

この段落から，蔡楚生がそれまでの創作活動でつねに不安，空虚感につきまとわれていたことがよ

く伝わってくる。このような不安，空虚感の心情は，芸術家の生涯のパートナーとも言える。このよ

うな不安と空虚感から脱出するために，芸術家は本来ならつねに上を目指して，より納得のいく芸術

を求めていくのである。蔡楚生がこの文章で吐露したことは，この時代の芸術家が急進化する文芸政
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策を受け入れた一因を提示してくれる。つまり，芸術創作上の悩みからなかなか脱出できない蔡楚生

のような芸術家たちは，打開策を図ろうとして，政治性を唱えるプロレタリアート芸術論に希望を見

出したということである。

2.　映画人蔡楚生の価値観
蔡楚生は民国期の代表的映画人の一人である。蔡楚生の業績について，1949年までの興業収入上

位 4本のなか，3本は蔡楚生の作品だという，映画史研究者少舟による分かりやすい説明がある 17。

代表作は「都会的早晨（都会の朝）」（1933年），「漁光曲」（1934年），「一江春水向東流（春の河，

東へ流る）」（1947年）などがある。これらの作品で，蔡楚生は社会の底層を生きる民衆に歩み寄り，

彼らの苦悩と苦難を同情的目線で描いたため，観客から根強い支持を得ている。蔡楚生は，映画の専

門教育を受けたことがなく，すべて先輩の教えと自分の独学を通じて映画製作のノウハウを身につけ

た。芸術への拘りが人一倍強い蔡楚生は，日々の映画製作で模索を続け，独自のスタイルを確立した

のである 18。

1906年，蔡楚生は上海に生まれた。祖父と父親は広東省潮陽県出身で，当時は上海に出向いて店

を経営する身であった。6歳の時，蔡楚生は祖父母と父親につれられ，故郷の潮陽に戻った。少年時

代の蔡楚生はすでに独自の創造力を見せていた。ある日，塾の先生が授業中に居眠りをしている間，

学生が騒ぎ出した。目が覚めた先生は，蔡楚生を騒ぎ出した学生と勘違いして体罰を与えた。翌日の

授業中，先生が再び居眠りしたところ，蔡楚生は先生のめがねのレンズを墨汁で黒塗りした 19。たと

え弱い立場にあるにしても，何らかの形で発信するという蔡楚生の性格が集約された人生の一コマで

ある。17歳の時，蔡楚生は家を離れ，上海の店で見習いとして働き始めた。その間，独学を続けて

いた。若い頃に経験した苦労は，蔡楚生が下層社会の実態を知り，民衆に素朴な一体感を覚える感情

的土台となっている。民衆との一体感は，その後の人生にも残っている。友人唐瑜によると，蔡楚生

と一緒に外出中，唐瑜が渋滞で進まなかった人力車の俥夫を怒鳴った時，そばにいた蔡楚生は唐に不

快感をあらわにしたという 20。

蔡楚生は 21歳の時に映画の世界に入った。数年の下積みを経て，1930年代初頭に若き監督として

頭角を現した。同じ頃，蔡楚生は左翼映画陣営に入り，「都会の朝」，「漁光曲」と次々とヒット作を

出した。底層社会を生きる人々の苦難，社会の対立に焦点を当てたこれらの作品から，左翼映画のイ

デオロギー的影響が窺える。日中戦争勃発後，蔡楚生は活動拠点を香港に移した。香港滞在中，蔡楚

生は，映画事業の行き詰まり，不安定な経済収入，厳しい社会現実などに直面する。ある日の夜，街

頭で幼い子供の遺体を見かけた蔡楚生は，自分の重苦しい気持ちを日記に残している 21。

このような日々が続くなか，現実の打開策を模索する蔡楚生は次第にマルクス主義を受け入れていっ

た。この頃，蔡楚生は哲学者艾思奇の『大衆哲学』を読んで，「唯物論弁証法を知り，過去に多くの無

駄な時間を過ごしたことに気付いた」との感想を述べた 22。マルクス主義哲学に開眼した蔡楚生は，物

事の見方が大きく変わり，アメリカの人気映画「我が家の楽園」を鑑賞した際に，同映画を「階級調

和の空想に満ちている」と批判した 23。この頃，階級闘争の感覚が徐々に蔡楚生の身に染み始めた。

1941年春，蔡楚生は二人目の妻陳曼雲と香港で結婚した。陳曼雲についての紹介は第六節に譲り，

ここでは陳は 1926年に共産党に入党した古参幹部で，彼女は蔡楚生の政治理念に大きな影響を与え
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たことだけを書き留めておく。

1941年末，日本軍が香港を占領した後，蔡楚生は内陸へ向かった。その後の避難生活は，肺病と

の闘病や柳州から重慶までの 7カ月以上の移動生活を含むもので，蔡楚生は多くの苦労を強いられ

た。苦しい避難生活を経験した蔡楚生は国民党には助けてもらえない，共産党こそ希望であるという

認識が強まった 24。

日本敗戦後，映画創作を再開した蔡楚生は日中戦争中の民衆の苦難を描く大河映画「一江春水向東

流」を完成し，広い支持を得た。1949年 5月，蔡楚生は新しい政権への希望を胸に北京に赴く。

1950年 10月 1日，建国一周年の国慶節の日に，蔡楚生は天安門広場で感極まっていた 25。

1949年までの歩みを見通すと，蔡楚生の民衆への同情，一体感と芸術志向が彼の最初の映画人生

を支えたが，やがて，国難と厳しい社会現実，個人的な困窮が彼をマルクス主義思想に向かわせ，共

産党の政治理念に共感を覚えていった軌跡が見える。

3.　職業活動
この小節では，蔡楚生の職業活動が彼の思想認識に与えた影響を考察する。

前述したように，建国後の映画製作では，映画審査，製作指導を主要な手段とした思想内容面での

一元化の体制が敷かれ，それがまた一本化した行政管理によって担保されていた 26。その中枢にある

のが，映画審査，製作指導，幹部の管理などの役割を担う文化部電影局である。蔡楚生は，1949年

10月より，その電影局で芸術委員会主任を務め，映画製作指導と審査を担当し，映画人から映画官

僚への転身を果たしていた。

そもそも蔡楚生の映画官僚としての起用は興味深い。というのは，建国後，新政権で重用される文

化人は数多くいたが，その多くは従来の創作活動を継続するのみで，与えられた役職は名誉職の意味

合いが強かった。文芸界の要職につき，行政指導的役割を担う文化人は，周揚，夏衍，陳荒煤，袁牧

之などのように長い党員歴があり，党から厚く信頼される人ばかりであった。一方，蔡楚生は名が知

られる映画人とはいえ，党員歴もなければ，延安での革命経験もない一般人である。にもかかわらず，

指導幹部として映画製作の運営に参与できたのは，これまでの映画活動を通じて党から政治的信頼を

得られたことが大きい。

以下は蔡楚生の職務の実態とその達成感を通じて，職業活動が彼の思想統制への順応に与えた影響

を考察する。

まずは映画事業に関する統括的仕事をみていく。建国初期，新しい時代の方向性をいかに定めるか

は映画製作の最大課題となった。これを中心に，映画作品の思想性と芸術性をどのようにして確保す

るか，私立の映画会社への支援はどこまでするかなどの細かい問題をめぐって，電影局で議論が重ね

られた。その間，蔡楚生は必要な時には発言や報告を行うことがあったが，基本的には補助役を務め

ていた 27。このような役割分担からは，蔡楚生自身の行政経験が少ないという自覚と，蔡楚生を芸術

の指導役として起用する指導部側の意図が指摘できる。

次は映画審査と製作指導である。映画史研究者李鎮によると，建国初期の映画審査は，「企画，台

本，フィルムの三つの段階において，政治的要請をもとに，映画題材の企画や製作計画の決定から，

台本のセリフや字幕の表示順序に至るまで，具体的な修正意見が付される」という段取りで行われる
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ものであった 28。

蔡楚生の日記とあわせて読むと，当時の映画審査は，製作指導の側面もあったことが分かる。以下，

蔡楚生の日記をもとに，蔡楚生が映画審査で担う具体的役割及びその特徴を見てみよう。

最初の企画の段階で，映画の企画案が映画スタジオから提出される。それを読んで，蔡楚生は自ら

の意見を電影局に提出する。電影局局長クラスの幹部が企画の合否を議論した後，文化部に報告し，

最終的合否は文化部の副部長が決める。映画スタジオの一審，映画局芸術委員会の二審，映画局長の

三審，文化部副部長の四審という四つのステップからなる企画段階の映画審査において，蔡楚生はそ

の二審を担当する仕組みとなっている。

次の台本の段階では，企画のゴーサインをもらった製作者が，台本の作成に取り組み，完成した台

本を電影局に提出する。蔡楚生は台本についての修正意見または助言を製作陣に出す。蔡楚生の意見

をもとに，製作陣が修正を行う。その間のやりとりが複数回に亘ることもよくあった。

最後のフィルムの段階では，蔡楚生と電影局の幹部らが，完成した映画フィルムを審査し，上映の

合否を決める。

この一連のプロセスにおいて，蔡楚生が果たす役割には三つの特徴がある。

一つ目は，芸術性を重視することである。提出された映画の台本に対して，蔡楚生は政治思想の正

しさより，芸術作品としての完成度に主眼を置いていた。作品の政治性に関する判断基準は，比較的

緩かった 29。新しい脚本を読む時，蔡楚生の評価はストーリー性の完成度，人物像の豊かさなどに焦

点を当てていた。例えば，映画「劉胡蘭」の脚本をはじめて読んだ時の蔡楚生の感想は「ストーリー

性はあるが，展開は面白くない」というものだった 30。このように芸術性に主眼をおく記述は日記に

多数ある 31。

それだけではない。納得の行く作品を求め，蔡楚生と製作陣との意見交換が映画製作期を通して数

カ月に亘ることがよくあった。映画「劉胡蘭」の場合，蔡楚生は製作陣と一年間近く付き合った 32。

このような蔡楚生の役割は，現場の映画人の伴走者という表現がぴったりくるかもしれない。それゆ

え，一日のうちに四人の映画人が立て続けに蔡楚生を訪問し，指導または助言を求める事態が起こっ

てもおかしくはなかった 33。民国期に数々の傑作を世に出して，不動な地位を築き上げたことと，映

画審査の権限を持つことが，蔡楚生の指導と助言への支持を支えたのだろう。

他方，映画に関する蔡楚生の意見がすべて歓迎されるとは限らなかった。なかには，根強く抵抗す

る映画人も珍しくはなかった。その大半は長い革命の経歴をもち，政治的立場が強い。例えば，脚本

「女司機（女性の運転手さん）」をめぐり，蔡楚生と三時間の激論を交わしても，一歩も下がらなかっ

た電影局電影劇本創作所の専属作家葛琴は，1926年に入党した古参幹部である。葛琴を説得できな

かった蔡楚生は，「行き詰まり感と悔しさがいっぱい」になった 34。蔡楚生の意見を撥ね付けた人の

なかには，解放区出身の文芸幹部が多数在籍する東北映画製作スタジオの映画人もいる 35。蔡楚生の

専門的意見がすべての場面において通用したわけではない，というのが当時の状況だったのである 36。

そうした人々の反発は，蔡楚生への個人的嫌みというよりは，創作の自由を守りたいという映画人

に共通した気持ちによるものが大きい。当時の映画審査に対して，審査基準が政策変動や責任者交代

によって安定しないなどの理由から，大半の映画人は消極的であったという 37。

1950年代半ばまで，蔡楚生の主な仕事は，映画審査と製作指導であった。その間，行政仕事から
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離れ，創作活動を再開したい気持ちが蔡楚生のなかに何度も募った。蔡楚生は，民国期の国民政府に

よる映画審査制度に対していつも絶大な嫌悪感を覚えていた。また，建国後の 1950年，映画製作前

の脚本に対して政治審査を行うという香港政府の新しい政策を知り，憂慮の気持ちを募らせた 38。

一方，自分も同じ性格の仕事に従事する事態に対しては何らかの違和感も覚えていない。このことか

ら，蔡楚生が自分のなかで，自身の仕事を正当性していたことが分かる。

二点目は，映画の上映合否について，蔡楚生は最終的決定権を持たないということである。より厳

密にいうと，蔡楚生は電影局執行部の一員として審査映画の上映合否決定に関わるが，最終的決定権

を持たない。とりわけ，党の歴史，重大な政治的出来事を題材とする映画については，その決定権は

党の指導部にあった。

その一例として，映画「内蒙春光」があげられる 39。国共内戦中，モンゴルの人々が共産党の指導

下で一致団結して国民党の軍隊を追い出したというストーリーを描く同映画は，電影局での審査段階

では批判的意見に遭遇しなかった。1950年 4月末に北京と天津にて上映した時は好評を集めた。し

かし，上映数日後に急遽上映禁止とされた。理由は現行の民族政策に抵触することであった。その

後，周恩来が取り仕切る検討会が行われ，上映中止を再確認した上，修正して再上映という結論に

なった。上記の過程において，蔡楚生の役割は，「修正して再上映する」という製作側の専門意見の

提起に止まる。映画の最終的な処遇は，国の指導部が決めるものであった 40。

この頃，上映禁止とされた映画にはまた「中朝児女」と「栄誉属于誰（栄誉は誰のものか）」がある。

「中朝児女」について，蔡楚生は「この映画は完全に架空の物語で，上映した場合，中朝関係にプラ

スにならないので，上映禁止にされる可能性あり」との予想を事前に書いていた 41。「栄誉属于誰」

に関して，蔡楚生は「監督の手法が巧みで，音声の収録とカメラワークはなかなか上出来だ。政治の

問題があるのは惜しい」と綴っている 42。これらの記述から，上映禁止された映画について，蔡楚生

がその正当性や合理性を真剣に思索する様子は薄く，彼の意識のなかに，自分は芸術面から製作指導

にあたり，政治性の合否は党に仰ぐという棲み分けがあったことが窺える。

三点目は，国家指導者との個人的繋がりである。建国後，映画事業を通じて，蔡楚生は毛沢東，周

恩来との間に個人的つながりができた。これが，両者からの知遇を得た感触を蔡楚生に与えた。

1949年以前の蔡楚生は，上海と香港で映画活動を行っていたため，共産党の指導者らとの接点が

少なかった 43。1949年 5月に北京に赴いた後，蔡楚生と毛沢東，周恩来との距離が縮まった。建国

早々の 11月に，蔡楚生は毛沢東の住まいでの少人数の食事会に招かれた。帰宅後，興奮した蔡楚生

は深夜まで毛沢東への印象を妻に語り続けた。食事会の様子を詳細に記録したこの日の日記は異例の

1,300字に上っている。そのなかの「主席と夫人はスタッフの手を借りずに，自らご飯のおかわりを

した。これを見て，私もつい自分もおかわりをしなきゃと思った。客として構えることはできないか

ら」という文面から，一国の指導者が気さくに接してくれたことに，蔡楚生がいたく感激する心情が

よく伝わってくる 44。毛沢東の住まいに招かれたことはその後，蔡楚生が友人の間で自慢するネタと

なった 45。

人民代表大会や外国映画代表団との会見などの場で毛沢東に接することも増えた。その都度，蔡楚

生は毛のカリスマ性に魅了される。毛沢東の会議中の一挙手一投足，話した冗談がいつも当日の日記

に詳細に記入され，その日の日記が指導者への敬服が溢れる文面となったことが多い 46。
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毛沢東との繋がりにおいて，毛沢東の夫人である江青が大きな役割を果たした。蔡楚生が 1937年

に監督した映画「王老五」に出演した江青は，建国後毛沢東の意見を伝達したり，共同で脚本の審査

を行ったりすることによって，蔡楚生との接触が多くなった。蔡楚生はこのような江青との繋がりを

心地よいものと捉えたようであった 47。

接触の機会がより多かったのは周恩来であった。文芸界の会議や活動などの場で，蔡楚生は周恩来

と会い，直接に指示を受けることが多かった。周恩来は蔡楚生に会うたびに，いつも蔡の健康状況を

尋ねる。周恩来の気配りに対して，蔡楚生は甚く感激していた 48。また，周恩来は関係者の氏名や関

連する出来事を瞬時に思い出して，会話の内容に応じて挙げて，主張を論理的に展開する 49。どれほ

どハードなスケジュールでも，いつも超人的に動き回る。このような指導者を前に，蔡楚生は「神様

のような人間だ」と日記に驚嘆している。そのような驚嘆は，日記に二度も記されてあった 50。

指導者に対して，強い敬服の念を抱くとともに，知遇を得られたとして深く感激する。このような

心理構造をもつと，指導者の指示や決定に対して，その合理性を批判的に検討しようとする意識がな

かなか生まれにくいであろう。

4.　情報環境
この小節は，蔡楚生が日記に記入している日頃の読書内容を通じて，彼の問題関心と情勢認識を把

握したい。

蔡楚生は日々大量のものを読んでいた。その中身は公文書，映画脚本から新聞，雑誌，書籍に亘っ

ている。蔡楚生の日記には自分の関わった映画脚本がこまめに記録されているが，書籍，雑誌，新聞

に関する記録は少ない。おそらく一々記録する時間がなかったのだろう。逆に考えると，日記に記録

が残されている書物，雑誌，新聞は，蔡楚生にとってそれなりの意味があったと理解してよかろう。

蔡楚生の日記には二つの書籍リストがある。一つは，『忠王李秀成伝』をはじめとする 8冊の歴史

人物伝記で，1955年 5月の帰宅途中に購入したものである 51。

もう一つは，同年の秋に青島療養中に読んだ書籍の一覧である 52。全部で 31種類であり，歴史人

物伝記，歴史書 11種類，映画脚本 8種類，政治報告 6種類，政治学習読本 3種類，外国政治類 2種

類と『胡適文選』1種類という内訳である。

それ以外に，チェーホフの小説集，ゴーリキーの小説集，ロマン・ロランの『ジャン・クリストフ』

などの少数の西洋文学に関する記録が日記に点在する。

上記の書籍リストを通じてどのような知的生活が見えてくるだろうか。まず一つ言えることは，蔡

楚生の読書には，映画創作のネタ探しの性格があることである。蔡楚生は『忠王李秀成伝』を買った

翌日に，すぐにそれを読破して，映画化の可能性について作家洪遒（1913‒1994）と議論した 53。

1951年の文芸整風後，映画脚本が激減する状態が続いていた。問題の改善をはかろうと，蔡楚生は

1953年より脚本の提供を文芸界に広く呼びかけた 54。それと並行して，自ら映画化の題材を検討し

はじめた。李秀成に目をつけたのも，こうした流れのなかに起きたことであるが，その構想はなんら

かの原因で実現までこぎ着けることはなかった。

歴史書に次いで，蔡楚生がよく読んだのは，政治報告書と政治学習読本である。長い間，蔡楚生は

共産党への入党を強く希望しており，1955年にやっとそれを実現することができた。政治報告書と
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政治学習読本の学習を通じて，蔡楚生は自分の政治的素養を高めようとしたのであった。

蔡楚生は文学素養を培う一環として西洋文学の古典作品をも読んでいたが，関連記述が少ないこと

から，これらの作品から受けた影響は限定的だったのだろう。

蔡楚生の日記に記録された新聞紙は「青島日報」，「人民日報」と「参考消息」の三つであった。「青

島日報」，「人民日報」が大衆向けの新聞紙であるのに対して，「参考消息」は一般人が入手できない

内部刊行物であり，一般紙が扱わない海外の報道記事を紹介するものである。1950年 12月 4日から

6日までの三日間，「参考消息」が立て続けに毎日，日記の文面に現れる。この時期，蔡楚生は朝鮮

半島の軍事情勢を注視していた。蔡楚生は，アメリカ軍空襲後の死体だらけの場面をドキュメンタ

リー映画で視聴した後，「名状難い憤慨を感じた」と日記に綴っている 55。

「参考消息」などを通じて，蔡楚生は多くの海外情報に接していたが，朝鮮戦争については，アメ

リカが侵略戦争を発動し，甚大な被害を朝鮮半島にもたらしたという認識を維持し，中国政府を強く

擁護する立場であった。

朝鮮戦争中の中国民衆の反応について，陳肇斌は，朝鮮戦争中の中国出兵をめぐり，当時の中国民

衆は必ずしも一致して政府の立場を擁護したわけではなく，むしろこれまで長い戦乱生活を通じて戦

争の恐怖と理不尽さを体験していたため，疑念や不安，反対などの多様な受け止め方をしていたと指

摘する 56。しかし，こうした民衆の声は「人民日報」をはじめとする共産党の新聞に取り上げられる

ことはなく，陳肇斌の言う「声なき声」となってしまう。蔡楚生の日記を読む限り，蔡楚生がこうし

た声に接し，現実を把握していた様子は薄い。複雑な現状を知らなかったため，中国政府の言い分を

疑うことをせず，全面的に擁護する立場を貫いたとも考えられる。このような現状認識は蔡自身がお

かれた情報環境によるところが大きい。

蔡楚生の日記を読んで，一つの気になることがある。それは「内部参考」が言及されていないことで

ある。「内部参考」は，社会現状，とりわけ党の政策の執行状況に存在した問題点や各階層の意見を収

集し，それを上層部に報告する内部刊行物である。社会の現実を隠さずに党の指導者層に報告するた

め，「党やソ連を批判する言論など党の支配にとって極めて不都合な情報が多く掲載されていた」57。

当時においては，社会現状全般を正確に把握する上で数少ない貴重な情報源である。「内部参考」を閲

覧できるのは，中央省庁の場合，副部長級以上で，党員である上級幹部に限ると厳しく制限された 58。

蔡楚生の共産党入党が 1955年であったこと，日記に「内部参考」の関連記述がなかったことを勘案

すると，蔡楚生は 1950年代半ばまで「内部参考」に接していなかった可能性が大きいと考える 59。

そうだとすれば，電影局の上級幹部とはいえ，蔡楚生が日々接しうる情報は「人民日報」のような

一般紙に掲載される現状肯定の記事が大半となり，社会の現実を多面的に把握するルートがなくな

る。蔡楚生の場合で確認できたのは，このように一般国民とはさほど変わらない情報環境に長く身を

置くと，社会の現状を批判的に捉えて，分析する様相がなかったことである。

5.　生活待遇
この小節では，生活境遇上の変化が，蔡楚生の意識面にもたらした影響を考察する。

1949年に北京に赴くまで，蔡楚生は長い不安定な生活を送った。1939年下半期の半年間，香港滞

在中の蔡楚生は住まいを 9回も移動した 60。生活費が底をつき，知人から借金することは日常茶飯事



̶     ̶

鄭　　　成

114

だった 61。極貧生活を送る労働者と比べれば，蔡楚生は時には文化人同士の交遊で豊かな食事を楽し

んだり，記念日にスタジオに行って写真をとったり，外出時に洋服を身にまとうなど，それほど悲惨

な生活を送っていたわけでもない。しかし，経済収入が不安定であったほか，長年の不規則な創作生

活による胃病，肺病，頭痛もあった。ヒット作の「一江春水向東流」上映後，経済事情はある程度改

善されたものの，肺病治療費用への苦慮が絶えなかった 62。蔡楚生には，借金や報酬から外出時の食

事代，交通料金，写真代まで，日々の支出をこまめに日記に記録する習慣があった。この習慣は長年

の経済面の困窮さとは無関係ではない。

このような状況は，1949年 5月に北上して，新しい政権の一員に加わることによって泡のように

消えた。1949年 5月末，北京に到着した蔡楚生一家は有数の高級ホテルである北京飯店を宿泊先と

して手配された。長年の不安定な生活を送ってきた蔡楚生は，「このような優遇には，至極不安を感

じた」63。

建国後，蔡楚生の生活面の待遇は大きく向上した。高給と手厚い福祉厚生は裕福な生活待遇をもた

らした反面，一般民衆との接点が減る一因にもなった。

ここでまず収入面を見てみよう。蔡楚生の収入は 1950年の夏より大きく改善した。1954年 11月

になると，蔡楚生の月給は 190万元余りに上る（幣制改革後の 190元に相当する）。この額は，使用

人給料の 10倍に相当する 64。娘の蔡海雲の回想によると，蔡楚生の給料はもっとも高い時は 300元

余りで，妻の陳曼雲の給料は行政 11級だったという 65。それをもとに計算すると，1950年代半ば夫

婦二人の月収は合わせて 1,000元近くもあった。当時の賃金最低基準が 20.88元であったことから，

相当の額と言えよう。それ以外に，外国訪問時には関係先からの謝礼金の類いの収入もあった 66。建

国以降の蔡楚生は，気に入った文房具や置物を躊躇せず買うことがよくあった。彼が購入した品のな

かには，労働者の平均月給の半分に相当するものも珍しくなかった。祝日には，友人と一緒に西洋料

理を楽しんだりした。これは大半の北京市民にとって手が届かない生活水準である。

給与以外の待遇も充実していた。公用車の利用が行政レベルの高い幹部に限られた 1950年代，蔡

楚生は公用車を日常的に利用していた。医療福祉面では手厚いサポートを受けることができた。かつ

ては頭痛や不眠に対して場当たり的な治療や手当を受けていたが，北京に定住した後は，かかりつけ

の専門医による定期的診療とマッサージまで，充実した治療を受けられるようになった。また，福祉

厚生の一環として，毎年青島，北戴河などの各地で 1カ月前後休養することがあった 67。

こうした恵まれた生活環境に浸ると，民衆との接点が減ってしまう。1952年 4月，蔡楚生は上海

に出張した。19日間の出張内容について，蔡楚生は日記に公的活動のほか，文芸界旧友との再会，

病の診察，洋服の新調，宴会，演劇鑑賞などと詳細に記入している 68。ちょうどその頃の上海は，三

反五反運動の影響があって，経済が低迷していた。雇用主から給料の支給が途絶えた店員が増えて，

失業労働者が 1951年末の 12万人から 1952年 3月時点の 13万人に上昇し，町中に不安が広がって

いた 69。しかし，蔡楚生の日記の文面は穏やかで，地元経済の不安についての記述がない。蔡楚生は

従来から気にくわないことを日記に書き留める習慣があった 70。日記に関連記述がないことには二つ

の可能性が考えられる。一つは，日記の整理編集を行った蔡小雲らがそれらを外したことである。し

かし，それまでの日記には弱者に同情する記述が多数あったことから，ここだけそれを外すとは考え

にくい。もう一つは，蔡楚生が気付かなかったことである。実際，蔡楚生の上海滞在中の活動内容を
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鑑みると，その可能性が高いように思える。

人間は裕福な生活を送ると，それを可能とした現体制を肯定する傾向がある。蔡楚生も例外ではな

い。本来なら，個人の生活実感に縛られず，より広い視点から社会の現実を把握するには，開放的な

情報環境のほかに，一般民衆との接点が重要となってくる。しかし，蔡楚生のケースからは，高給と

充実した福祉厚生が裕福な生活とともに，一般人との接点の喪失をもたらしたという構図が見えた。

裕福な生活は，現状への満足度を上げた一方，社会生活の真実から遠ざからせてしまった。

6.　家族関係
蔡楚生の思想的適応において，家族のなかで重要な影響を与えた人物といえば，ほかならぬ二人目

の妻の陳曼雲になる。二人は蔡楚生が 1930年代末に香港滞在中に知り合いになり，1941年に結婚し

た。

蔡楚生の一人目の妻は林銀菊（別名黛紅）という女性で，二人は 1926年，蔡楚生が 20歳の時故

郷の汕頭で結婚した。結婚翌年，蔡楚生は一人で故郷を離れ，上海の映画世界に身を投じた。それ以

後，夫婦の共同生活はほとんどなかった 71。蔡楚生の日記に一人目の妻に関する記述が極めて少ない

ことと，二人の結婚が早かったことから，この結婚は親の意志が大きく働いた伝統的なものであり，

長年故郷で子供と家族の世話をする旧式の妻に対して，蔡楚生が感謝の気持ちしか抱いていないこと

などが推測される。

一方，二人目の妻となる陳曼雲は新しい時代の女性である。陳曼雲は，1926年に中国共産党に入

党し，長年秘密情報工作に従事した。二人は，陳曼雲が映画会社の映画製作を見学した時に出会った。

有名監督とファンの人間関係から男女の恋愛関係に発展するまでにそれほど時間はかからなかった 72。

建国後，陳曼雲は華僑事務委員会連絡処副処長として活動した。1967年 6月，陳曼雲はかつて従

事した秘密情報工作の関係で逮捕された。翌年の 6月に蔡楚生が死去するまで，夫婦二人は二度と会

うことがなかった。1975年 5月，8年間近くの監禁生活を終えた陳曼雲は夫がすでに 7年前に死去

したことを知り，泣き崩れた。翌年の 1月，周恩来死去の訃報に接し，陳曼雲は再び体調を崩し，

2カ月後に世を去った。

蔡楚生より 30年近くも前に入党した陳曼雲は，筋金入りの党員であった。長年の情報工作に従事す

る経験を持つ彼女は，共産党への忠誠心が高く，仕事のことはたとえ家族にも一切しゃべらない 73。そ

のキャリアは本人の風貌ににじみ出る。文芸評論家胡風は蔡楚生，陳曼雲との初対面の印象について，

「蔡楚生は思ったより若く，礼儀正しい書生でした。奥さんは有能で，豊富な経験を持つ女性という印

象でした」と回想している 74。短い言葉から芸術家の夫と党幹部の違いが浮き彫りになっている。

夫婦二人の関係性はやや特異である。蔡楚生は陳曼雲に対して，夫婦愛のほかに彼女を頼りにする

一面があった。蔡楚生が大事な仕事に取り組む時，陳曼雲に意見または助言を求めることがよくあっ

た。陳曼雲から評価されてはじめて安堵するというパターンが多い。蔡楚生にとって，共産党との組

織関係には，妻との家族関係が重なっている部分があった。共産党に終始追随し，文芸政策に無理を

感じてもその貫徹を優先するという蔡楚生の姿勢の形成においては，陳曼雲との家族関係が重要な意

味を持つだろう。このような妻を持つケースは，当時の文化人の中では一般的ではなかった。
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まとめ

以上，急進化する文芸政策に対して蔡楚生の協力を促した要因について，価値観，職業生活，情報

環境，生活待遇と家族関係の 5つの面から考察を行ってきた。蔡楚生は映画人として文芸政策が抱え

るジレンマを感じながら，映画官僚として政策の貫徹に協力する道を選んだ 75。文芸政策が思想統制

の一環であったことを考えると，蔡楚生の協力姿勢は，思想統制への順応として捉えることができる。

蔡楚生の政治志向の原点は，弱い立場の人間への同情である。それは彼が共産党の政治理念に共感

する土台となっていた。

建国後，蔡楚生は映画製作に関わると，すぐに文芸政策のジレンマにぶつかる。蔡楚生の職業活動

の考察から分かったことは，蔡楚生のなかに政治性と芸術性について棲み分けができていたというこ

とである。つまり，彼は芸術面から映画製作の指導を行うが，映画に関する政治判断は指導部に指示

を仰ぐ。このような棲み分けは，蔡楚生が大きな葛藤を抱えずに急進化する文芸政策に協力できた要

因の一つである。また，指導部に指示に仰ぐ心構えは，職業活動を通じて毛沢東，周恩来との間に形

成できた個人的繋がりによるものが大きかった。毛沢東，周恩来との個人的繋がりは，知遇を得た実

感を蔡楚生に与えるとともに，彼の指導部への信頼と服従を強化させた。

情報環境の面においては，蔡楚生は恵まれている方ではあったが，アクセスできる情報が実際には

限られていた。単一的な情報環境の下で，蔡楚生は現状認識が大きく制限されていたほか，国際情勢，

社会現状に対しても多様な情報をもとに批判的に見る意識が生まれなかった。

建国後，蔡楚生は上級幹部として良い待遇を受けて，一般市民からかけ離れた裕福な生活を送って

いた。生活レベルの大幅な好転は，二つの効果をもたらした。一つは，体制肯定の認識が強まったこ

と。もう一つは，一般市民との接点が減ったことにより，社会現実を感知する力が弱まったことであ

る。蔡楚生が従来から持っていた，民衆との一体感，弱い立場にある人間を同情するという精神構造

が新しい時代に入ったことによって変わったことは考えにくいが，社会現状を把握できるルートが減っ

たため，民衆の生活実態を知らなくなり，それがまた体制肯定に繋がりやすい。

蔡楚生の妻陳曼雲は，有能で筋金入りの古参党員として，蔡楚生の共産党信仰の強化に大きな役割

を果たした。

蔡楚生の事例から把握できたのは，知識人の思想統制の順応においては，政治的圧力という大きな

要因のほかに，また上記のような面において多数の要因が存在したということである。

建国初期の思想統制への知識人の順応を考えるにあたって，蔡楚生の個人的な事例はどのくらいの

普遍性があるだろうか。蔡楚生と似た状況にある文化人は相当な数がいた。建国初期の知識人につい

て，中国人研究者于風政は七つのタイプに分類し，その一つ目として郭沫若，茅盾を代表とするマル

クス主義知識人を挙げている 76。蔡楚生はこのタイプに属する。郭沫若と同様，蔡楚生は民国期に左

翼文化人として活動し，建国後に文芸界の要職につき，1950年代半ば頃まで党外人士として政治活

動に従事した。一方，建国後の創作活動は民国期のような勢いを取り戻せず，徐々に衰えていった。

蔡楚生の個人的な事例から把握できた，指導者からの知遇，単一的な情報環境，優遇された生活待遇

などは，程度の差はあれ，これらの知識人に広く見られる 77。これらの要因は，一つの独特な生態系

をなして，当事者の思想統制への順応を推進させたのである。
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（本研究はアジア政経学会 2021年度春季大会で報告した時，川島真氏，諏訪一幸氏，上野正弥氏，

大沢武彦氏から貴重なご示唆をいただいた。その後の京都大学人文科学研究所附属現代中国研究セン

ター「20世紀中国史の資料的復元」研究班（2021年 10月）で発表の機会を得られた際，水羽信男氏，

石川禎浩氏，村上衛氏，都留俊太郎氏，和田英男諸氏からも貴重なコメントをいただいた。作成段階

において，周俊氏，上地聡子氏から貴重なご助言をいただいた。本研究は基盤研究 C17K03149と早

稲田大学 2021年度特定研究（課題番号 2021C-251）の助成を受けたものである。あわせて感謝を申

し上げる。）
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61 例えば，1939年 2月 3日の日記によると，その日は業者に新聞代を払ったら，再び無一文となった。香港を出て，九龍に
向かい，郭子峰から 30元をもらい，九時に田湾に戻った，とある。蔡楚生『蔡楚生文集』第三巻日記巻，1939年 2月 3日
日記文面，p. 90。

62 1948年 3月 14日の日記に，蔡楚生は，「肺病治療を行うクリニックへの往復交通代が 40万元に値上がり，クリニック側は
半年間の治療費を前もって支払うことを要請する」と記した後，蔡は，治療費がこんな高いなら，お金がない人がこの肺病
にかかったらどうすればいいと嘆いた。幸いに，蔡楚生は映画会社に支払ってもらうことで危機を回避できた。巨額の治療
費はこの時の蔡楚生に大きなインパクトを与えたことが推測できる。蔡楚生『蔡楚生文集』第三巻日記巻，1948年 3月 14
日日記文面，p. 239。

63 蔡楚生『蔡楚生文集』第三巻日記巻，1949年 5月 25日日記文面，p. 280。
64 同じ月の家の使用人の給料は 20万元であった。蔡楚生『蔡楚生文集』第四巻日記・書簡巻，1954年 11月 5日日記，p. 31。
65 「慈父厳師潮人本色―蔡楚生子女深情憶父親」http://news.sina.com.cn/s/2006-01-15/10267987797s.shtml。（2021年 4月 20
日閲覧）。なお，1955年 3月，新しい人民元の発行をもって，1万分の 1のデノミネーションが実施されたため，蔡楚生の
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収入がもっとも高い時の 300元は，1955年 3月までの 300万元に相当する。なお，1950年代半ば，11級の給料は 640元前
後であった。楊奎松「从供給制到職務等級工資制―建国前後党政人員収入分配制度的演変」『中華人民共和国建国史研究』
江西人民出版社，2009年，p. 440。

66 1952年 9月，蔡楚生がソ連を訪問した際，モスクワの国際ラジオ放送に招かれ，中国向けの番組作成に協力したところ，
400ルーブルを支給された。その額は，蔡自身の月給を上回っていた。蔡楚生『蔡楚生文集』第三巻日記巻，1952年 9月
19日日記，p. 452。

67 蔡楚生は，1954年 8月に北戴河で 25日間の療養生活を，1955年 6月から 8月まで 2カ月あまり青島で療養生活を送った。
68 蔡楚生『蔡楚生文集』第三巻日記巻，1952年 4月 10日から 29日までの日記，pp. 398‒402。
69 「内部参考」1952年 3月 19日。
70 1956年 10月末，海外訪問帰国途中，ソ連のフライトで劣悪なサービスを受けた蔡楚生は，日記に「本当に西側に学ぶべき
だ。我々のすべてが優れていると思うのが大きな誤認だ」と不満の気持ちを隠さなかった。『蔡楚生文集』第四巻日記・書
簡巻，1956年 10月 25日日記，p. 81。

71 以下の 1938年 2月の日記の文面から，蔡が 1931年に一度故郷に戻ったことが推測される。「七年ぶりの故居は昔のままだ…
（長女の）夢蘭はもう 12歳だ。彼女が 4歳の時，私は上海に赴いたのだ。いまは顔だけを見ても分からない。その時，（次
女の）海蘭は，まだお母さんのお腹にいた」。蔡楚生『蔡楚生文集』第三巻日記巻，1938年 2月 4日，p. 10。この日記を書
いた時，蔡楚生は日中戦争の戦火を逃れるため，7年ぶりに故郷に戻り，二カ月ほど滞在していた。以降，死去まで蔡楚生
は故郷に戻ることはなかった。

72 蔡明口述，李菁整理「陳曼雲：戦闘在敵占区的「紅色間諜」（陳曼雲：敵機の占領区で戦闘する「赤いスパイ」）」「愛情婚姻
家庭」2011年 7号，pp. 68‒70。

73 息子の蔡明の回想によると，母の陳曼雲は自分が情報関係のことを一切に家族に言わないことをプロ意識の現れとして捉え，
誇りにしているという。蔡明口述，李菁整理「陳曼雲：戦闘在敵占区的「紅色間諜」（陳曼雲：敵機の占領区で戦闘する「赤
いスパイ」）」「愛情婚姻家庭」2011年 7号，pp. 68‒70。

74 胡風『胡風回憶録』人民文学出版社，1993年，p. 239。
75 1967年に文芸界から追放された後，蔡楚生の心情に大きな変化が現れた。1967年 6月，妻の陳曼雲が逮捕された。同月 6
日，蔡楚生は人生最後の日記を残した。「午前中はずっと横になったまま，午後になってようやく起き上がった。雨，曇り，
寒い。自分の心情そのもの」。一年後，蔡楚生は世を去った。死去までの一年間，蔡楚生の思想認識上，変化が生じたか，
またどんな変化が生じたかは不明である。

76 それ以外のタイプについて，于風政は次のように説明している。二つ目は海外にいる学者と学生であるが，彼らは郭沫若と
同じように熱烈な心情で新政権の誕生を歓迎した。代表的人物は，作家老舎と科学者銭学森が挙げられる。三つ目は科学研
究に没頭するかわりに，「政治に無関心」な自然科学系の科学者である。ただ，国家統一や社会の安定に貢献したい気持ち
が強い。代表的人物は気象学者竺可楨が挙げられる。四つ目は人文社会科学研究に従事し，欧米の思想的影響を強く受けた
研究者である。彼らは，新しい政権の社会体制に不信を覚えながらも，社会に貢献したい気持がある。代表的人物は社会学
者費孝通が挙げられる。五つ目は，国共内戦中，国民党側についた知識人で，代表的人物は，哲学者馮友蘭が挙げられる。
六つ目は国民党と共産党の両方に反対の意を示した知識人で，代表的人物は作家沈従文が挙げられる。七つ目は，長期に
亘って独立した政治的立場を堅持し，マルクス主義に帰依する考えはなく，母国から離れたくない一心で大陸に残った人た
ちである。代表的人物は，歴史家陳寅恪が挙げられている。于風政『改造』河南人民出版社，2001年，pp. 10‒15。

77 例えば，民国期に多数の傑作を世に出した著名な劇作家曹禺の建国後の状態について，曹禺の学生である劉厚生による以下
の語りは，蔡楚生を連想させる。「建国初期，曹禺は共産党はすべて正しいと思っていた。党から言われることを全部素直
にやるんです。彼は既得者でもあり，解放前と比べれば，地位，名誉，待遇，全部手に入れた」。張耀傑「呉祖光与曹禺的
文壇恩怨」『炎黄春秋』2013年第 7号。
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